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月

日（日）

Ａ会場（5F メインホール)

■ 8：30〜9：25

モーニングセミナー
座長：漆畑
MS1

修（宇野皮膚科医院）

当院で行っている美容皮膚科的治療：注入製剤によるフェイシャル・リジュビ
ネーション〜術後ケアまで
西川

礼華（湘南美容クリニック）
共催：PRSS. Japan 株式会社

■ 9：35〜11：35
教育講演

「アンチエイジング」
座長：山田 秀和（近畿大学）
河野 太郎（東海大学医学部外科学系形成外科）
EL4-1

アンチエイジングと老化時計
山田 秀和（近畿大学医学部皮膚科）

EL4-2 機器を用いたしみ・くすみ治療の理論的考察
河野 太郎（東海大学医学部外科学系形成外科学）
EL4-3

機器を用いたシミ・くすみ治療の実際
宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

EL4-4

機器を用いないしみ・くすみ治療
船坂

陽子（日本医科大学皮膚科）

■ 11：40〜12：40
特別講演

座長：森田
SL2

明理（名古屋市立大学大学院医学研究科加齢環境皮膚科）

老化細胞を標的とした抗老化治療開発
南野

徹（順天堂大学大学院医学研究科循環器内科）

■ 12：45〜13：35

ランチョンセミナー
「プロフェッショナルが語る

新世代デバイスを用いた最先端治療」
座長：宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

LS6-1

フ ェ イ ス ラ イ ン の た る み に 対 す る New Technology を 搭 載 し た HIFU；
ULTRAcel［zi:］の効果について
今泉 明子（医療法人社団青泉会 今泉スキンクリニック）

117

第 40 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会：スケジュール

LS6-2

当施設における新たなマイクロニードルフラクショナル RF の使用経験
黄

聖琥（医療法人社団浜悠会 KO CLINIC）
共催：Jeisys Medical Japan 株式会社

■ 13：45〜15：45
教育講演

「最先端研究からみた光老化の病態と治療」
座長：森脇
清水
EL7-1

真一（大阪医科薬科大学皮膚科）
忠道（富山大学医学部皮膚科）

表皮の光老化
井上紳太郎（岐阜薬科大学香粧品健康学講座）

EL7-2

真皮の光老化
高橋

EL7-3

光音響顕微鏡による光老化の定量評価に向けて
椎名

EL7-4

毅（芝浦工業大学大学院理工学研究科）

光老化の治療について
長濱

■ 15：45〜16：00

閉会式・次期会頭挨拶
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慶人（花王株式会社生物科学研究所）

通子（神戸ほくと病院皮膚科・美容皮膚科）
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Ｂ会場（5F メインホール)

■ 8：30〜9：25

モーニングセミナー
「美容皮膚科におけるレーザー治療」
座長：林
MS2-1

伸和（虎の門病院皮膚科）

GentleMax Pro の期待できる効果と，最新光治療器 Nordlys の使用経験
〜フルフェイストリートメントにおけるレーザーと光治療〜
小林 直隆（咲くらクリニック）

MS2-2

皮膚科開業医による PicoWay の活用法［しみから瘢痕治療まで］
成田 智彦（成田皮膚科）
共催：シネロン・キャンデラ株式会社

■ 9：35〜11：35

シンポジウム
「美容医療に必須！顔のダーモスコピー良性？悪性？」
座長：田中
福島
SY4-1

勝（東京女子医科大学附属足立医療センター皮膚科）
聡（熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学）

顔面のホクロのバリエーションを知り皮膚がんと鑑別しよう
外川

SY4-2

八英（千葉大学医学部附属病院皮膚科）

シミとメラノーマは鑑別できる？
古賀 弘志（信州大学）

SY4-3

顔の基底細胞癌を見逃さないために
岸

SY4-4

晶子（虎の門病院皮膚科）

色素性 Bowen 病と脂漏性角化症は鑑別できる？
岩澤うつぎ（東京都立広尾病院）

■ 12：45〜13：35

ランチョンセミナー
「美から健康へ

〜求められる化粧品〜」
座長：山本 有紀（和歌山県立医科大学附属病院皮膚科）
小林 美和（こばやし皮膚科クリニック）

LS7-1

美容の力

〜がん治療と美容治療〜
熊西

LS7-2

麗衣（兵庫県立がんセンター形成外科）

求められるスキンケア〜攻めと守りの化粧品の使い分け〜
曽山 聖子（セイコメディカルビューティクリニック）
共催：持田ヘルスケア株式会社
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■ 13：45〜15：45

シンポジウム
「トラブルシューティング：こんな時はどうする？」
座長：白壁
青木
SY6-1

征夫（サフォクリニック）
律（グリーンウッドスキンクリニック立川）

ヒアルロン酸注入におけるトラブルシューティング
佐藤

SY6-2

英明（自由が丘クリニック）

ボツリヌス毒素注射：トラブルシューティング
今泉 明子（医療法人社団青泉会 今泉スキンクリニック）

SY6-3

HIFU と RF の照射方法とトラブルシューティング
石川 浩一（クロスクリニック銀座）

SY6-4

脱毛レーザー：トラブルシューティング
塚原 孝浩（医療法人愛誠会つかはらクリニック）
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Ｃ会場（4F ホールＢ1)

■ 8：30〜9：25

モーニングセミナー
座長：山田 秀和（近畿大学）
MS3

卵巣老化メカニズムの解明による卵巣老化防止，根治法の開発
島田

昌之（広島大学大学院統合生命科学研究科）
共催：ロート製薬株式会社

■ 9：35〜11：35

シンポジウム
「美容医療におけるレーザー・光治療の実際」
座長：須賀

康（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）

高木佐千代（名古屋市立大学大学院医学研究科加齢環境皮膚科）
SY5-1

IPL による美容皮膚治療の実際

根岸
SY5-2

圭（ウェルクリニック，東京女子医科大学附属成人医学センター美容皮膚科）
PDT を使った美容皮膚治療の実際
朝山

SY5-3

祥子（日本医科大学皮膚科，東横皮膚科）

大学病院におけるレーザー治療の実際
高木佐千代（名古屋市立大学病院皮膚科）

SY5-4

色や毛を出す!? レーザー・光治療
西村

陽一（にしむら皮フ科クリニック）

■ 12：45〜13：35

ランチョンセミナー
座長：伊藤 泰介（浜松医科大学皮膚科学）
LS8

基礎と臨床の両面からみた LED の美容皮膚科への応用
乾

重樹（大阪大学皮膚毛髪再生医学（アデランス）寄附講座）
共催：株式会社アデランス

■ 13：45〜15：45

シンポジウム
「毛髪医療の未来予想図 2022」
座長：加藤
乾
SY7-1

則人（京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科学）
重樹（大阪大学大学院医学系研究科皮膚・毛髪再生医学寄附講座）

円形脱毛症治療の近未来
伊藤

SY7-2

泰介（浜松医科大学皮膚科）

自毛植毛手術の現状と未来
栁澤 正之（東京メモリアルクリニック）
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SY7-3

Dermal papilla cell-derived extracellular vesicles as the future tools for hair
regeneration
カジ

SY7-4

毛球部毛根鞘細胞を用いた壮年性脱毛症に対する臨床研究について
尾郷
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タヘルザマン（大阪大学皮膚毛髪再生医学（アデランス））
正志（株式会社資生堂みらい開発研究所再生医療開発室）
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Ｄ会場（4F ホールＢ2)

■ 8：30〜9：25

モーニングセミナー
座長：奥山 隆平（信州大学医学部皮膚科学）
MS4

力を加えて皮膚を若返らせる？ −メカノバイオロジーからメカノトリートメント
まで−
小川

令（日本医科大学形成外科）
共催：株式会社 MTG

■ 9：35〜11：35
教育講演

「血管病変」
座長：神人 正寿（和歌山県立医科大学皮膚科）
常深祐一郎（埼玉医科大学皮膚科）
EL5-1

難治な乳児血管腫
馬場 直子（神奈川県立こども医療センター皮膚科）

EL5-2

難治な毛細血管奇形について
長濱

EL5-3

通子（神戸ほくと病院皮膚科・美容皮膚科）

難治例の静脈病変（静脈瘤，静脈湖など）
八代

EL5-4

浩（福井県済生会病院皮膚科）

難治なその他の血管病変（酒さ，老人性血管腫，星芒状血管腫）
遠藤

英樹（大阪鉄道病院皮膚科，近畿大学医学部皮膚科）

■ 12：45〜13：35

ランチョンセミナー
「サイノシュアー社最新機器の有用性

〜最新ピコ秒レーザー・最新脱毛機器〜」
座長：川田

LS9-1

暁（近畿大学名誉教授）

新たなピコ秒レーザー：PICOSURE pro と肌質改善治療への応用
奥 謙太郎（医療法人光悠会 HILLS GRACE CLINIC）

LS9-2

最新鋭

脱毛レーザ機器 エリート iQ を用いた脱毛，レーザ・フェイシャルの

使用経験
西堀 公治（西堀形成外科）
共催：サイノシュアー株式会社
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■ 13：45〜15：45
教育講演

「美容医療におけるリスク回避と医療安全」
座長：佐伯 秀久（日本医科大学皮膚科）
須賀
EL8-1

康（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）

美容皮膚科診療のリスク回避と総合補償制度
須賀

EL8-2

康（順天堂大学浦安病院皮膚科）

医療訴訟におけるインフォームドコンセントとリスク管理〜守りの美学
小林 弘幸（順天堂大学医学部附属順天堂医院総合診療科）

EL8-3

医療事故調査制度の問題点と今後の展望
大磯義一郎（国立大学法人浜松医科大学医療法学，
帝京大学医療情報システム研究センター，日本医科大学医療管理学）

EL8-4

レーザー・光治療における医療安全
秋田 浩孝（藤田医科大学ばんたね病院皮膚科）

124

Aesthetic Dermatology Vol.32，2022

Ｅ会場（WEB開催)

■ 9：35〜11：35

Asian session 2（同時通訳あり）
「The latest information on cosmetology dermatology from Asia」
Chairs：Tokuya Omi（Department of Dermatology, Queen~
s Square Medical Center）
Katsuko Kikuchi（Sendai Taihaku Dermatology Clinic，
Tohoku University School of Medicine）
AS2-1

Recent Advances in Lasers and Energy Based Devices in Cosmetic Dermatology
in Asia
CL Goh（National Skin Centre, Singapore）

AS2-2

Laser treatment for Asian pigmented lesion
Tokuya Omi（Department of Dermatology, Queen
s Square Medical Center，
Department of Dermatology, Nippon Medical School）

AS2-3

Topical aesthetic treatment by hydroquinone and tretinoin in Japanese females
Katsuko Kikuchi（Sendai Taihaku Dermatology Clinic，
Tohoku University School of Medicine）

AS2-4

Effective treatment modality for pitted acne scars: Combination therapy using
newly developed microneedle fractional radiofrequency and poly lactic acid
Suk Bae Seo（SAS Dermatologic Clinic）

■ 13：45〜15：45

Asian session 3（同時通訳あり）
「Dermatological surgery and wound healing」
Chairs：Kee Yang Chung（Department of Dermatology, Yonsei University Hospital）
Hiroshi Kato（Department of Geriastic and Environmental Dermatology,
Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences）
AS3-1

Refined Periorbital Reconstruction following Mohs Surgery: Aesthetic subunitbased medial canthal repair
KI-Hoon Song（Department of Oncologic Dermatology, Rare Cancer Center,
National Cancer Center Korea）

AS3-2

Dermatologic surgery（trunk and extremities）
: selection of reconstructive
procedure after tumor excision and lymph node surgery
Yasuhiro Nakamura (Department of Skin Oncology/Dermatology,
Saitama Medical University International Medical Center)

AS3-3

Fetal wound healing：clinical implications for keloid treatment

Byung-Ho Oh（Department of Dermatology & Cutaneous Biology Research Institute,
Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea）
AS3-4

Wound healing (individual topics and clinical application)
Takafumi Kadono（St. Marianna University School of Medicine）
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Ｆ会場（WEB開催)

■ 9：35〜11：35
教育講演

「きれいな傷跡を目指して」
座長：山本 有紀（和歌山県立医科大学皮膚科）
前川 武雄（自治医科大学皮膚科）
EL6-1

傷あとはここまできれいになる!

−創傷治癒の理論からケロイド・肥厚性瘢痕の

予防や治療まで−
小川
EL6-2

令（日本医科大学形成外科）

きずときずあとのクリニックにおける，レーザー機器などを用いた瘢痕治療に
ついて
村松

EL6-3

英之（医療法人社団 CRS きずときずあとのクリニック 豊洲院）

わたしらしく生きるためのメイクセラピー
カルデナス暁東（大阪医科薬科大学看護学部）

EL6-4

外傷に対する間葉系培養細胞上清液の治療効果
佐藤

茂（国際抗老化再生医療学会）

■ 13：45〜15：45
教育講演

「そのシミ，皮膚がんと鑑別できてますか？」
座長：田中

勝（東京女子医科大学附属足立医療センター皮膚科）

奥山 隆平（信州大学医学部皮膚科学）
EL9-1

シミはどうして生じるの？

シミの発生メカニズムから考えた予防策の提案
正木

EL9-2

仁（株式会社 CIEL）

赤いシミ：そのシミ，日光角化症（皮膚がん）ではないですか？
皆川

茜（信州大学医学部皮膚科学教室）

EL9-3 消えるシミ：そのシミ，扁平苔癬様角化症だから，消えるのではないですか？
佐藤 俊次（さとう皮膚科）
EL9-4

黒いシミ：そのシミ，悪性黒子（皮膚がん）ではないですか？
澤田
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美月（経堂皮膚科・泌尿器科，東京女子医科大学附属足立医療センター）

